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祝100歳
内閣総理大臣からのお祝いを贈呈

　平成 24 年度中に 100 歳を迎えられる人へ、内閣
総理大臣から表彰状と記念品が贈られました。本年
度の受賞は 11 人で、中逸町長が訪問し賞状と記念
品をお渡ししました。
写真撮影ができなかった人についてはお名前のご紹
介のみとさせていただきます。
山田　キヨさん（腹赤新町）
土田　ミツエさん（永方）
土田様はお渡しした後日にお亡くなりになられまし
た。この場をお借りして謹んでご冥福をお祈りしま
す。

相知　ハツさん（中町） 馬場　巴さん（上沖洲）

田上　髙司さん（宮崎）

築地　フミさん（赤田）

福島　又雄さん（梅田）

長田　シツエさん（上町） 平川　モゝエさん（下本）

田上　サツエさん（清源寺）

鈴木　フサさん（平原）

情報化のまちづくりを目指して
長洲町ケーブルテレビ開通式

寄贈されたテレビを挟んで中逸町長（左）と
宮﨑会長

熱心にケーブルテレビの内容を聞く住民の皆さん

地域福祉センター入口に設置されているケーブルテ
レビ体験コーナー

地域福祉センター入口に設置されているインター
ネット体験コーナー

　「ひまわりてれび」による長洲町ケーブルテレビ開通式は
1月 21日、地域福祉センターで行われました。これは、情報化
を推進する町に、新たにケーブルテレビの通信網が六栄校区の
一部に敷設されたことを記念して行われたものです。
　ひまわりてれびは、長崎県雲仙市に本社を持つケーブルテレ
ビ局。各地に事業所を持ち、平成22年には玉名営業所を開業し、
玉名地域の地域情報を発信しています。
　式ではひまわりてれびの宮﨑 健会長が「これをきっかけに六
栄からさらに広げていけるように取り組んでいきたい」とあい
さつ。町を代表して中逸町長が「これを機に情報化のまちづく
りをより推進していくとともに、防災、社会福祉に生かしてい
きたい」と思いを話しました。
　また、会場となった地域福祉センターにひまわりてれびより
60インチのプラズマテレビが寄贈され、感謝状の贈呈式もあわ
せて行われました。
　なお、3月 30日まで同センター 1階ロビーに、ケーブルテレ
ビ体験コーナーを設置しています。体験視聴、パソコンを使っ
てインターネット体験が可能です。ぜひ一度ご利用ください。

＜ケーブルテレビ情報ネットワークをさらに広げます＞
①地域の生きた情報を発信します

　ケーブルテレビは地域の行事やニュースを発信します。地

域の主役は住民の皆さんです。住民の皆さんに密着した情

報で地域がさらにつながります。

②アンテナは不要です

　ケーブルテレビはテレビ線を引き込み、テレビ電波を受診

しますので、通常のアンテナは不要です。大雪や台風によ

るアンテナの故障や、アンテナの倒壊により屋根を傷める

心配がありません。

③多彩な番組が視聴できます

　スポーツ、映画、音楽、アニメなど、視聴者のニーズに合わせ、

多くのチャンネルをご用意しています。

④高速インターネットでスムーズに情報が取得できます

　ケーブルテレビインターネットは電話回線を使用せず、独

自のケーブルテレビ網を使用するため、安定したインター

ネットを利用することができます。
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三柱神社賞を受賞した町内園児たち

わくわく環境学習の様子

電気のムダ使いはしないよ！
六栄保育所で環境教育

　六栄保育所（土山尚子所長）は 12月 19日、年中・年長児 43
人を対象に「わくわく環境教育」を行いました。これは、生き
物や地球を思いやる心を育むことを目的に、環境省および（財）
再春館「一本の木」財団の助成を受け、NPO法人くまもと温暖
化対策センターが実施しているものです。
　園児たちは、木や虫などの自然界の食物連鎖をクイズ形式で
楽しく学習。ほかにも木の香りを感じたり、全身を動かしてダ
ンスを踊ったりするなど、五感を使って行われた授業に、教室
は園児たちのにぎやかな声に包まれていました。

ニューイヤー駅伝でアンカーを力走
トヨタ自動車九州・酒井拓弥さん（平原）

オリジナルの誾千代姫が柳川市に
第１回わたしの誾千代姫イラストコンテストで町内園児が受賞

　第 57 回全日本実業団駅伝（ニューイヤー駅伝 2013）は 1月
1日、群馬県で開催され、トヨタ自動車九州に所属する酒井拓
弥さん（平原）が昨年に引き続きアンカーとして出場。37 チー
ム中 2位の堂々の成績を収めました。
　7区でタスキを受け取った酒井選手は、2位集団ひしめく中
を力走。最後数百メートルのところでラストスパートの勝負
となりましたが、懸命にゴールに向かい最後まで逃げ切り、
準優勝のゴールテープを切りました。酒井選手は「２位集団
の中で一番冷静に走ることができたと思います。負ける気は
しませんでしたが２位でゴールできたときはうれしかったで
すね」と大会を振り返りました。

　第１回「わたしの誾千代姫」イラストコンテスト表彰式は
12 月 22 日、柳川藩主立花邸御花（柳川市）で開催されました。
同コンテストには誾千代姫の墓碑がある町からも 460 人の幼
稚園児・保育園児・小学生の作品が応募され、18 作品が「三
柱神社賞」（ぬりえの部）に入選しました。全応募作品は２月
23 日（土）～４月 14 日（日）の期間、御花無料エリアで展示
されます（詳細 23 ページに関連記事）なお、結果は次のとお
りです。
長洲町長賞
　松藤　海羽ちゃん
三柱神社賞
＜清里保育所＞
　秋重　妃芭ちゃん
＜長洲保育所＞
　上村　咲翔くん　古閑原　珠奈ちゃん　猿渡　心和ちゃん
　中山　天翔くん
＜長洲幼稚園＞
　橋本　稟菜ちゃん　山口　六花ちゃん
＜ひまわり幼稚園＞
　高山　日向ちゃん　稲田　雪花ちゃん　城戸　智心くん
　松野　成秀くん　小松　陽菜ちゃん　平川　瑞季ちゃん
　山本　蓮翔くん　吉冨　裕晴くん　木村　夏希ちゃん
　八田　翔太郎くん
＜長洲小学校＞
　森田　くるみさん

アンカーとして力走する酒井選手（中央）

長洲町長賞を受賞した松藤海羽さんと
中逸町長（右）
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初優勝を飾って笑顔の西尾さん

西尾果連さん（腹赤）が初優勝
第10回北九州市長旗争奪西日本柔道大会

　このほど、第 10回北九州市長旗争奪西日本柔道大会（同市
柔道連盟主催）で長洲柔道塾所属の西尾果連さん（腹赤）が小
学６年女子軽量の部で初優勝を果たしました。
　同大会は西日本を中心に全国から 183団体、1,900 人が出場。
同軽量の部はトーナメント方式で行われ、57人の全国の強豪ひ
しめく中から優勝を勝ち取りました。西尾さんは「これまで最
高はベスト８で悔しい思いをしていたので、優勝できてとても
うれしいです」と思いを話しました。
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これからも区を見守ってほしい
上沖洲区が若宮さん（供養碑）を補修・修繕

　このほど、上沖洲区（松下　進区長）の行末川下流にある
新川水門橋近くに建てられている供養碑が補修・修繕され新
たに復元されました。
　同碑は、地域から通称「若宮さん」という愛称で呼ばれ、
川遊びなどにより水難事故が多かったことを危惧した当時の
区が、水難者への供養と事故防止を祈念して昭和 6年に建て
られたものです。
　その後、年月がたち風化などにより老朽化し危険な状態に
なっていたことを受け、これからも区を見守ってほしいとの
思いから同区役員によって復元されました。松下区長は「新
しくなって本当にうれしい。末代まで大事にしていきたい」
と思いを話しました。

新たに復元された若宮さん（供養碑）
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一縄一縄に思いを込めて
破魔弓祭（的ばかい）の的づくり

子どものころの思い出を掘り起こす
新成人がタイムカプセルを開封

　破魔弓祭（的ばかい）の的づくりは１月 13 日、みんなの蔵
「いしはら」で行われました。的には、お祝い事に使用するも
ち米のわらが使われており、同日は朝早くから作業に約 15 人
が参加しました。円型に編む前に、手作業で柔らかくして縄
状にねじられたわらは、白帳（はくちょう）と呼ばれる白い
服に身を包み、東西南北に座った男性 4人によって、力を込
めて編み上げられていきました。約 9時間かけて出来上がっ
た的は、直径 62cm、重さ７kg。「今年の的は大きい」「色がき
れいで立派」との声に、翌週の的ばかいへの期待と楽しみが
高まっていました。

　長洲有明ライオンズクラブ（宮川勉会長）と町内小学校卒
業の新成人は 1月 12 日、4 小学校で小学校 6年生時に封をし
たタイムカプセルを開封しました。
　配水管で作られたタイムカプセルは同クラブが小学校卒業
を記念して 10 年以上前から贈っているものです。同日は８年
前に自分が埋めた品を見ようと各小学校には多くの卒業生が
集まり、開封されたタイムカプセルからは 8年後の自分に宛
てた手紙や当時の宝物などが取り出されました。
　思い出の品々を手にした新成人たちは「前に戻った感じが
する」「これからも大切にしたい」などの声が聞かれました。

的を編み上げていく地元の皆さん

思い出の品を手にして笑顔の新成人の皆さん
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オリジナルフリスビーで楽しく遊ぶ児童たち

古新聞で世界に一つだけのフリスビーを作ったよ
六栄小学校でフリスビー作り体験

　六栄小学校（川並　満德校長）の放課後子ども教室と放課
後児童クラブによる合同フリスビー作りは 1月 11 日、同校体
育館で行われました。古新聞を使ったフリスビー作りには合
同で約 40 人が参加。熊本日日新聞社長洲販売センターの人た
ちを講師に迎え、児童は世界に一つだけのオリジナルフリス
ビー作りを楽しみました。
　また、イベントには熊日マスコットキャラクター「ぷれすけ」
と町マスコットキャラクター「ふれきんちゃん」も参加。子
どもたちと一緒にフリスビーを使ってゲームをしたり、ふれ
あったりと会場を大いに盛り上げました。

熊本県知事表彰
（永年勤続功労章）25年以上の模範団員
村井　俊夫　山崎　健一　宮島　健吾　町井　良弘　
松岡　一成　中村　秋男　船津　　修　藤枝　哲洋　
荒尾　雅治
熊本県消防協会会長表彰
（功績章）20年以上の模範団員
濵田　正光　荒木　年光　竹本　孝治　西辻　秀樹
（勤績章）15年以上の模範団員
北本　健二　上野　浩司　松野　成剛　長谷川　元
福田　豊士　黒崎　正武　宮島　将臣　古賀　達也
大野　晃靖　前嶌　哲也　宮本　勇志　田上　直行　
田上　敏文　宮崎　頼康　坂口　篤美　塘口　研吾
清田　博之　久保田健一　間部　雅也　本戸　雄一
渕瀬　貴史　森下　英治　城戸　主税　城戸　武士　

木原　鉄男　藤井　祐介
熊本県消防協会玉名郡支部長表彰
浅野　圭亮　田中　秀策　野村　秀夫　末續　和孝　
瀬崎　一也
長洲町長表彰
宮本　浩貴　永井　和則　上野　寿之　濱村　浩史　
村本　孝一　藤田　　守　水永　晋市　山田　秀幸　
野畑　幸子　西村　裕樹　田上将太朗　村島　佳行
初期消火協力者表彰
折　地　区　竹本　信義　浪瀨　美香　池本　耕一　
感謝状
長洲町石油販売協同組合
玉落とし競技
優勝　8分団　準優勝　４分団　３位　３分団
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社会貢献活動が評価
母乳育児クチュクチュが国際ソロプチミスト女性栄誉賞を受賞

命を守る決意、新たに
平成２５年長洲町消防出初式

　町を中心に活動を行っている育児支援サークル「母乳育児
クチュクチュ」がこのほど、地域社会の女性と女児の生活向
上を目的にNGOとして奉仕活動を行っている国際ソロプチミ
ストアメリカ南リジョンから、国際ソロプチミスト女性栄誉
賞を受賞し、その報告式は 1月 7日、町役場で行われました。
　同賞は日ごろから顕著な社会貢献活動を行っている団体に
対して表彰されるもの。同サークルは育児支援の分野での活
動が評価され、今回の受賞となりました。代表の林田昌子さ
ん（新町）は「これからも女性や家族にいい影響を与えるこ
とができるような楽しい活動を行っていきたいです」と今後
の抱負を話しました。

　平成２５年長洲町消防出初式は 1月 13 日、腹赤小学校で行
われ、町消防団をはじめ消防関係者が出席し防災への決意を
新たにしました。同式典には▶町消防団▶有明広域行政事務組
合荒尾消防署長洲分署▶町内幼稚園、保育所園児で構成される
幼年消防クラブなど約 600 人が参加。通常点検、園児による
演技、玉落としなどが行われました。
　なお、同式典の中で優良団員として表彰された団員および
玉落とし競技の結果は次のとおりです（敬称略）

受賞した母乳育児クチュクチュの皆さんと
中逸町長 (右 )

安心・安全なまちづくりへ団結を誓う団員たち
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宮崎区　
どんどや

下本区
どんどや

今町区　
ふれあい餅つき大会

　宮崎区（城戸勝博区長）では、新年恒例の伝承
行事「どんどや」を 1月 13日に行いました。区では、
早朝から切り出した竹と、正月の飾り物などを合
わせて点火し、1年の健康と無事を願いました。
　城戸区長は「引き継がれた行事が今年も変わら
ず実施でき、区の皆さんとのふれあい・親睦の場
として楽しくできたことが喜びでした」と話して
いました。

　下本区（湯村浩和区長）では 1月 15 日、どんど
やを開催しました。同日は 37 人が参加、火を入れ
たやぐらを見守りながら無病息災を願いました。
　湯村区長は「寒い中、協力していただいた区民
の皆さんや消防団の皆さんに感謝しています。最
後にはみんなで温かいぜんざいをいただき、区民
の親睦深まる楽しいひと時を過ごしました」と話
していました。

　今町区（下田辰輝区長）では 12 月 23 日、区内
で餅つき大会を行いました。49 人が参加し、約
30kg のもち米をつきあげました。つきたてのお餅
は、鏡餅などにして一人暮らしや高齢者宅に配布
されました。下田区長は「降雪も心配される寒さ
の中、準備も大変でしたが、皆さんの協力のおか
げで終始和やかな雰囲気の中実施することができ
ました」と感謝していました。

空高く舞い上がる炎を見守る区民の皆さん燃え上がるやぐらを見守り無病息災を願いました

子どもたちも見守る中での餅つき

みんなの蔵「いしはら」　
大庭照子さんコンサート

　みんなの蔵「いしはら」に 1月 17 日、歌手の大
庭照子さんが訪れ、コンサートが開かれました。
大庭さんは到着するなり、集まった約 40 人に新曲
の「長生き音頭」を披露。パワフルな歌声と軽快
なトークに、一緒に手拍子をしたり、口ずさんだ
りと盛り上がりをみせました。このほか童謡など
約 10 曲を一緒に歌い、蔵にはみんなの元気な歌声
が響き渡りました。

大庭さんと一緒に歌う地域住民の皆さん

中町区　
どんどや・ふれあい新年会

　中町区（塘岡髙穗区長）では 1月 13 日、新年恒例のどんど
やと新年会を開催しました。どんどやでは、前日組み立てた
やぐらに火を入れると、青竹のはじける音と燃え盛る炎の中
で無病息災と火の用心を祈願しました。午後からは、昨年完
成した介護予防拠点施設「川口荘」で新年会を開催。おいし
い手料理が振る舞われる中、福引やゲームなどで盛り上がり、
新年にふさわしいにぎやかな時間となりました。
　塘岡区長は、「この川口荘にみんなが集まり、にぎやかに過
ごすことが健康の秘けつにつながれば」と話していました。

平原区　
区民の集い

　平原区（福村三千年区長）では、12 月 23 日「平原区民の集い」
を開催しました。午前中は、グラウンドゴルフや餅つき大会
を行い、午後からは区民全員で「区民の集い」を実施しました。
集いには、125 人が参加し、おにぎりやぜんざいを食べながら
ゲームで大いに盛り上がりました。
　福村区長は「今回、世代の隙間を埋めるため新たに設立し
た『青年部』に、区民の皆さんからいただいた不用品や野菜
のバザー、セリ市を担当してもらいました。区民を一つの輪
で結ぶスタートになったように感じます」と話していました。

松原区　
餅つき・絵馬奉納

　松原区（松浦秋則区長）では、12月 15 日餅つきを行いました。
毎年恒例の餅つきには子どもから大人まで約 30 人が参加。つ
いたお餅は「いつまでも元気でいてください」のメッセージ
が添えられ、子どもたちによって高齢者宅に届けられました。
　その後、干支であるへびの絵を描いた手作りの巨大絵馬を
四王子神社に奉納。裏には子どもたち一人一人の願い事が書
かれ、新年を迎える準備をしました。
　松原区長は「区の恒例行事を通して、地域のふれあいと絆
がまた深まったように感じます」と笑顔を見せていました。

願い事が書かれた巨大絵馬を奉納した子どもたち

餅つきに挑戦
する子どもた
ち（上）／多く
の人が交流を深
めた区民の集い
（右）

川口荘でにぎや
かに開かれた新
年会（上）／ど
んどやの様子
（右）

地域だより


